
様式第 1号(第 5条関係) 

 

会 議 概 要 

会議の名称  平成２７年度 第１回久喜市内下集会所運営委員会 

開催年月日  平成２７年６月３日（水） 

開始・終了時刻  １５：００～１６：０４ 

開催場所  久喜市内下集会所  

議長氏名 山﨑一司 

出 席 委 員 (者) 氏 名 

川島孝、小林正治、坂本國藏、諏訪晴美、諏訪りき、高橋

達也、永橋正好、村田文雄、諸橋美津子、山﨑一司、結城

伸子 

欠 席 委 員 (者) 氏 名  

説明者の職氏名 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

教育委員会久喜分室 副主幹 榎本寛基 

教育委員会鷲宮分室再任用 増山勝治 

事務局職員職氏名 

教育長 柿沼光夫 

教育部長 関根武視 

教育部副部長兼教育総務課長 松本真吾 

教育部参事兼生涯学習課長 宮内敦夫 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

生涯学習課人権教育係主任 小出加奈子 

教育委員会久喜分室副主幹 榎本寛基 

教育委員会鷲宮分室再任用 増山勝治 

会議次第 

平成 27年度第１回内下集会所運営委員会 

1 開会 

 2 委嘱書の交付 

 3 教育長あいさつ 

 4 自己紹介 

5 委員長あいさつ 

6 議事 

 (1)平成 27年度事業計画について 

 (2)その他 

 7 閉会 

配布資料 

・会議次第 

・内下集会所運営委員会委員名簿 

・平成 27年度内下集会所事業計画（案） 

・平成 27 年度内下集会所事業「夏休み仲良しクラブ」開催

要項（案） 

・平成 27 年度内下集会所事業「夏休み仲良しクラブ」予定  

表（案） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍聴人数  ０人 



様式第 2号(第 5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

事務局（大野） 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中､久喜市内下集会所運営

委員会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の

進行を務めさせていただきます生涯学習課人権教育係の大野と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、会議に入る前に資料の確認をさせていただきます。

〔資料確認をする〕 

第 1回久喜市内下集会所運営委員会を開会いたします。 

はじめに、関根好夫委員様及び渡辺雪路委員様の辞任に伴い、後

任として運営委員になられた、小林正治様、永橋正好様に柿沼教育

長から委嘱書を交付させていただきます。それでは、教育長よろし

くお願いします。 

柿沼教育長 〔委嘱書交付〕 

事務局（大野） ありがとうございました。ここで、恐縮でございますが新しい委

員さんもいらっしゃいますので皆様に改めて自己紹介をお願いした

いと存じます。それでは、お手元の名簿順に川島委員様よりお願い

します。 

 〔委員名簿順に自己紹介〕 

事務局（大野） 続いて、教育委員会職員を紹介させていただきます。 

 〔教育委員会職員紹介〕 

事務局（大野） それでは、委員長からご挨拶をいただきたいと存じます。 

山﨑委員長 皆様こんにちは。昨年度委嘱いただきまして、任期が 2 年という

ことでございます。今年も皆様方にご協力をいただくなかで、この

運営委員会を進めていただければありがたいと思います。 

昨年度は、待望といってよろしいかと思いますが、野久喜集会所

との交流事業ということでようやく実績をあげることが出来たかと

思います。 

今年度も、事務局より事業説明があるかと思いますが、野久喜集

会所とは本当に近い距離にありますが、交流をしないとまったく見

ず知らずの間になってしまいます。 

昨年度、交流事業を展開することが出来ました。これは集会所と

しましては画期的な年であったのではないかと思います。本年度

も、更に前進されるよう、皆様方にご協力をいただければありがた

いと思います。 

また、新しく委員になられた方もおられますが、新進気鋭のお考

えの下にご協力いただければありがたいと思います。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

事務局（大野） ありがとうございました。 

それでは、柿沼教育長よりごあいさつを申し上げます。 

柿沼教育長 皆様こんにちは。久喜市の教育長２年目となりました柿沼と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

本日は、内下集会所運営委員会にご多用の中ご出席いただきあり

がとうございます。また、運営委員の皆様方には日頃から、本市の

生涯学習・人権教育の推進に大変ご尽力いただいておりますことに

も心から感謝申し上げます。 



今年の教育委員会の最も大きな事業は、久喜市で初めてのマラソ

ン大会を実施したいということで準備を始めたところでございま

す。 

先程、山﨑委員長よりお話もありましたが、内下集会所と野久喜

集会所との交流事業を昨年実施していただき、私も参加をさせてい

ただきました。暖かい雰囲気のなかで楽しく内下集会所でのふれあ

いまつり、クリスマス会、英会話、また、そばを楽しませていただ

きました。 

これも運営委員の皆様、地域の皆様方のご協力の賜物かと思って

おります。今年度も更に発展できればと思っております。 

この 1 年、運営委員の皆様にはお骨折りをおかけしますがどうぞ

よろしくお願いいたします。 

事務局（大野） これより、議事に入りたいと思います。 

久喜市教育集会所運営委員会条例第６条第２項の規定によりまし

て、議事の進行につきましては、山﨑委員長にお願いいたします。 

山﨑委員長 それでは、皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

では、本日の議事録署名委員の指名でございますが、初めての方

になってしまいますが、昨年度から引き続きの順番ということで永

橋正好委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

議事（１）の「平成２７年度事業計画について」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

事務局（増山） 〔平成 27年度事業計画について、概略を説明〕 

山﨑委員長 ありがとうございました。平成２７年度事業計画について 

質問をお受けいたします。 

それでは、平成 27 年度内下集会所事業計画（案）、平成 27 年度

内下集会所事業「夏休み仲良しクラブ」開催要項（案）、平成 27

年度内下集会所事業「夏休み仲良しクラブ」予定表（案）について

でございます。 

平成 27 年度内下集会所事業計画については全体的なことでござ

います。続いての平成 27 年度内下集会所事業「夏休み仲良しクラ

ブ」開催要項（案）と平成 27 年度内下集会所事業「夏休み仲良し

クラブ」予定表（案）については併せて進行させていただきます。 

それでは、集会所事業計画（案）を議題とします。何か質問等は

ございますか。 

小林正治委員 下新井の行政区事業計画の中にサマースクールがありました。こ

れは学校主催で、こちらはPTA主催ですよね。 

行政区では、２日間集会所を会場に子供を対象に事業を実施して

いる。２日の内 1 日を学校にお世話になり、２日目を地元の有志等

で事業を行う。去年は２日目を内下と下新井の集会所両方で実施し

たと聞いた。どのようなことかをお聞きしたい。 

高橋達也委員 本校で実施しているサマースクールは、地区ごとの集会所をお借

りして、そこには、エアコンがあり環境が良いということ、中学校

の生徒が来てくれて、鷲宮中学校との交流ということで学習をす

る。２日間あります。２日目に特別授業という形で可能であれば区

長さんのお計らいでマジックショーや防災の体験、下新井地区だっ

たら去年は大きなシャボン玉を作る理科的なことをやりました。そ

ういうのが砂原小学校のサマースクールです。 

この地区は、内下集会所と下新井集会所の二つに分かれて実施

し、２日目は合同になります。 

小林正治委員 夏休み仲良しクラブとは、別の事業と考えて良い訳ですね。 



高橋達也委員 そのとおりです。別の事業です。 

山﨑委員長 他に何かありますか。 

交流事業につきましては、事務局から詳しい説明がありますがこ

こではクリスマス会の交流事業について記入されておりますがご承

認いただいたということでよろしいでしょうか。 

小林正治委員 承認はしますがもうひとつ良いですか。 

野久喜集会所とは、何時から交流し始めましたか。 

山﨑委員長 この事業は、去年からです。話は前からあったのですけれども、

どのようにしようかということで、両方の都合もあるということで

昨年度から始まりました。 

同じ市内で集会所は二つしかない。距離的にも本当に近いわけで

あります。出来ることなら、同じ市内の事業だからということで交

流をやろうと。子供達も、太田小学校のお子さんが中心で、こちら

は砂原小学校のお子さんが中心になると。中学生さんがご協力をい

ただければいただくと。こういう発想なのです。 

小林正治委員 参加者はどのくらいでしたか。 

事務局（増山） 子供達は４１名です。保護者の方を含めまして総勢で８３名で

す。 

小林正治委員 野久喜集会所を使わないで、この内下集会所で実施したというこ

とですか。 

事務局（増山） その通りです。 

山﨑委員長 よろしいですか。それでは事業計画の案をとっていただきたいと

思います。 

続きまして、次のページ、平成 27 年度内下集会所「夏休み仲良

しクラブ」開催要項について、要項の 7 番が次のページの予定表に

なっておりますので併せて協議していただきたいと思います。 

山﨑委員長 よろしいですか。それでは「夏休み仲良しクラブ」開催要項の案

と予定表の案をとっていただきまして、決定させていただきます。 

それでは、議事(２)その他につきまして、何かございますか。 

事務局より説明をお願いします。 

事務局（榎本） 昨年度から、内下集会所と野久喜集会所の地域の方々を対象に交

流事業ということで、いくつかの事業企画をしてきたところですが

その点についてご説明します。事務局の不手際で関係資料が配布さ

れておりませんでした。お詫び申し上げます。事務局より、口頭で

説明させていただきます。 

最初に、スポーツ吹き矢教室について説明します。開催趣旨は、

野久喜・内下地域住民を対象とした集会所事業の開催を通じ、新た

な仲間づくりや、より広域的な地域交流を促進するということでご

ざいます。スポーツ吹き矢とは、５から１０メートルの距離で吹き

矢を吹いて、的に当てるという競技です。結構、肺活量を使いカロ

リー消費になる。子供から高齢者まで出来るということなので選ば

せて頂きました。スペース的には、あまり広い会場は必要ないです

が、床はフローリングの方が良いという事なので会場は、野久喜集

会所とさせていただきました。日程は、9/1・9/8・9/15・9/25・

9/29 の全５回です。講師は、吹き矢協会の久喜支部の方にお願い

します。参加対象者は、野久喜集会所と内下集会所地域住民の方と

し、定員は２５名ぐらいを予定しております。参加費は無料です。

募集方法は、該当地域に行政区長を通じ、募集案内を 8 月 1 日号の

広報紙と併せて配布したいと考えておりますのでよろしくお願いし

たいと思います。募集期間は、８月５日から８月２８日までという

ことで募集したいと考えております。内下集会所周辺地域にお住ま



いの方につきましては、申込み先は、鷲宮分室ということでお願い

します。 

スポーツ吹き矢教室につきましては以上です。交流事業につきま

しては、もうひとつ事業がございます。この関係も含めて、事務局

より資料を郵送させていただきます。郵送後、ご不明のことがござ

いましたら教育委員会久喜分室までお問い合わせいただきたいと思

います。 

山﨑委員長 ありがとうございました。只今の内容を、文書で皆様にご案内し

ますということですのでご理解をいただきたいと思います。 

そのほか何かございますか。 

小林正治委員 これは、１２月１９日の事業ですか。 

事務局（榎本） これは、９月中に行う事業です。１２月１９日は、内下集会所で

実施してきたクリスマス会のことです。これとは別に、スポーツ吹

き矢教室を計画しているとのことでございます。 

山﨑委員長 よろしいですか。他にございますか。 

坂本國藏委員 スポーツ吹き矢教室について、事故が起きないように気をつけて

もらいたいと思います。 

事務局（榎本） 事故等につきましては、講師に事前に確認をしております。器具

につきましては、協会で長年研究してきて、今の形になっている。

今までに事故につながったケースはないとのことでありますので安

全上は問題ないと思われます。 

山﨑委員長 よろしいですか。他にございますか。 

結城伸子委員 先程ありました、仲良しクラブとサマースクールの違いというの

は、私たちはわかるのですが、子供達はその違いがわからないのが

一般的です。実際、子供達は、ふれあいクリスマス会に参加してそ

の趣旨ということをまったく理解しないまま中学生、高校生になっ

ている。 

今、活動に関わらせていただいて、そのなかで、子供達はこの趣

旨を理解しないうちに成長してしまっているのが現状かなと思いま

す。 

それで、おそらくビデオ鑑賞、映画会の 45 分で人権の大切さを

教えてくださっていると思うのですけども、一応現状をお伝えして

おいた方が良いのかなと思いました。 

事務局（榎本） 企画をして、開催するには理由があるわけで、いままで長い間実

施してきたわけであります。その辺のことが、開会行事の中とか、

あるいはレクリエーションとかやるなかで節目、節目にどういう理

由でやるのだよと触れながら進めていけるような工夫を考えていき

たいなと思います。その辺は、鷲宮分室ともどうするのか話をつめ

ていきたいと思います。少しでも、こちらの趣旨とか意図とかが、

お子さん方であってもうまく伝わるよう工夫し進めていきたいと思

います。 

結城伸子委員 子供達の現状をお伝えしておこうかなと思いました。よろしくお

願いします。 

山﨑委員長 

 

事務局も大変ですが、よろしくお願いします。そのほか如何で

しょうか。 

事務局（榎本） ２本目の交流事業として企画しているのが寄せ植え教室です。 

昨年１２月に一度実施しております。その時の参加者からも好評

をいただいておりました。引き続き今年度も実施したらどうかとい

うご意見もありましたので改めて企画させていただきました。 

開催日時が１０月３１日午前１０時～１１時３０分です。会  

場はノハラ園芸センターで実施する予定です。昨年は、１２月でク



リスマス風の寄せ植えを企画しましたが、今年は少し時期を前倒し

しまして、秋のものということで企画しました。どういう草花を使

うかに関しましては、仕入れ状況等の関係がございますので９月頃

には決めていきたいと考えております。 

参加対象は、野久喜集会所、内下集会所の周辺地域の方というこ

とで定員は２０名で考えております。親子、お知り合いの方の参加

も可能ということで募集を図りたいと考えております。参加費は、

材料費として各自１，０００円と考えております。昨年と同額で

す。実際に作るものにつきましては、２～３千円するものを作って

いただくようになりますので参加者には大変お得ですということで

周知を図ってまいります。 

参加者には参加費のほかに、軍手、エプロンを用意してください

とお知らせいたします。申込み先は、鷲宮分室に直接電話で申し込

んでいただき、参加費は当日徴収と考えております。 

山﨑委員長 今の説明について、質問はございますか。 

委員さん方も参加しても良いのですか。 

事務局（榎本） もちろん結構でございます。 

募集案内につきましては、区長さんを通じて全戸配布ということ

でお願いしたいと思います。１０月に募集しますので１０月１日号

の広報紙と併せて配布と考えております。 

山﨑委員長 私の方から、昨年度は委員さん方の研修に参加させていただきま

したが、今年の予定はあるのですか。 

事務局（榎本） 予定しております。ご希望がございましたらこの場でもご意見を

伺います。 

山﨑委員長 今年も呼びかけがありましたら、皆様方のご参加をお願い申し上

げます。それでは、事務局よりお願い申し上げます。 

事務局（大野） 人権啓発を図るため、平成２６年度の久喜市における社会人権教

育事業の取り組み内容をまとめた冊子「久喜市の社会人権教育№

５」配布及び平成２７年度第 1 回ＰＴＡ人権教育研修会の案内を行

う。 

山﨑委員長 

 

 

 

ありがとうございました。 

本日予定されておりました全ての議事が皆様方のご協力によりま

して滞りなく進行することが出来ました。ありがとうございまし

た。 

これをもちまして、進行を事務局にお返しします。 

事務局（大野） それでは、閉会のあいさつを諏訪副委員長よりお願いします。 

諏訪りき副委員長 本日は、大変お忙しいなかご苦労様でございました。 

本年度も、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

 平成２７年 ６月２５日    

    委 員 長  山 﨑 一 司    

    署名委員  永 橋 正 好    

 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


